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１．Idealliance G7認証取得の目的 

  G7 の最も価値ある目的の１つは、あらゆる CMYK印刷システムにおいて完全に異なる印刷プロセスであって

も、それぞれが他のシステムと視覚的に類似した結果を得ることができるということです。 

認証取得した個人及び企業では、技術モデルの再構築を行うことによって、顧客満足度の向上と製造の標準化

技術の向上に貢献しています。また、印刷技術の継承と品質の標準化（見える化／数値化／省力化／OEM化）

や、多様化の対応（印刷方式／資機材）、そして、組織の意識改革や意思疎通が可能になります。 

 

 

２．主催 

Idealliance Official Partner in Japan（日本プリンティングアカデミー内） 

 

 

３．講座詳細（３日間×７時間＝２１時間） 

回数 講習内容 時間（７時間） 受講形態 

１回 

オリエンテーション 

Idealliance とは 

G7価値／原理／評価方法 

ターゲットと標準及び仕様 

照明光源と見え方・グレーバランス 

用紙の測色、NPDCの測定 

G７キャリブレーションの概要 

Ｇ７を使用したカラーマネジメント 

Ｇ７ Adobe CCでの実践 

G7 W/F-Rip, DFE とカラーサーバー 

９時３０分～17時３０分 ＜選択制＞ 

①対面式 
日本プリンティングアカデミー 

東京都文京区小石川４-13-2 

 

②オンライン 
※Zoomにて配信 

２回 

他の印刷方法での G7キャリブレーション： 

G7キャリブレーション／印刷プロセス（演習） 

G7キャリブレーション：Tonality（NPDC） 

G7キャリブレーション：Gray Balance  

９時３０分～17時３０分 対面式のみ 
 

日本プリンティングアカデミー 

東京都文京区小石川４-13-2 

３回 

印刷の現状と G7の限界 

G7印刷工程制御と品質保証 

G7 NativeCMY 

G7 と拡張色域  

G7 Master 認証 レベル  

G7 Master 認証 の準備と提出 

講習の復習 

資格認証テスト 

９時３０分～17時３０分 対面式のみ 
 

日本プリンティングアカデミー 

東京都文京区小石川４-13-2 

        

※対面式は、日本プリンティングアカデミーにて開催されます。 

東京メトロ丸の内線「茗荷谷」より約 1,000ｍ、都営三田線「春日駅」Ａ５出口より約 1,200ｍ 

東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」8番出口より約 1,200ｍ 

 

※開催予定時期は、ホームページもしくは事務局までお問合せください。 
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４．募集定員 

7名以上～15名までとなります。 

※受講者が 7名未満の場合、開催が延期となる場合がございます。 

 

 

５．受講対象者 

印刷会社の品質管理＆製造技術職、デザイン会社・広告代理店の印刷発注担当職＆グラフィック

デザイナー＆ブランドマネージャー、メーカーの技術営業＆サービス・エンジニア職、ベンダーの営

業職、印刷コンサルタントの方を対象としています。 

 

 

６．費用 

  費用は、米ドル為替の変動に合わせて変更される場合がございます。ご了承ください。 

   

総額 338,000円（税込）／内訳 下記参照 ＜1㌦＝130円で換算した費用です。＞ 

            

※１ 手数料:Idealliance official Partner in Japanで行う本部との諸手続き、資料郵送費です。 

 

※２ Idealliance会員費: 1年毎の自動更新となります。期日から 90日間以内に、更新の手続きを行います。 

Ideallianceから最新情報や最新技術のセミナーなどお知らせ・データが配信されます。 

 

 

 

 

 

G7プロフェッショナル 取得年 費用  

プロフェッショナル取得費 

講習（3回×7時間＝２１時間） 

¥300,000 

 

講習テキスト（日本語）  

キャリブレーションソフト  

運用マニュアル 

（オペレーションガイド／Carepack） 
 

認証テスト／認証取得手続き ※１ ¥22,000  

Idealliance会員費 

（1年更新） 
年会費 ※２／ 申請手続き（更新時毎） ※１ ¥16,000 

 

 

合計 ¥338,000  
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６．費用 のつづき 

 

G7プロフェッショナル 更新年 
更新時に、資格の切替が可能 

プロフェッショナルで継続 エキスパートに資格切替 

資格更新費(2年更新） 
更新認証テスト ¥27,000 ¥54,000 

認証取得手数料 ¥17,600 ¥85,000 

Idealliance会員費用 

（1年更新） 
年会費、申請手続き（更新時毎） ¥16,000 ¥16,000 

合計 ¥60,600 ¥155,000 

                                                     

・ キャリア形成促進助成金「グローバル人材育成コース」で、助成適応される可能性があります。 

・ G7プロフェッショナルは、２年間の有効期限となります。90日間以内に、更新の手続きを行います。 

・ 認証テストの不合格者に対して、再テストが 1回受けられます。再テスト代は、27,000円となります。 

・  上記の費用は、為替の影響により、前もって告知せず、変更・改定される場合がございます。 

 

 

７.キャンセルポリシー 

本セミナーのキャンセルポリシーは、以下の通りです。お申し込みの前に必ずご一読ください。 

ご決済後、下記キャンセル料が発生いたしますので、予めご了承の上、お申込みください。 

 

 

    

 

 

 

 

 

・ 決済後に、受講者の変更が発生する場合は、速やかに事務局までご連絡ください。 

・ コロナウイルスなどの感染症に罹患の恐れがある場合（体温が３７度以上あるなど罹患に 

該当する症状が出ている）は、受講をお控えください。やむを得ない事情に限り、次回開催の 

日程への変更を承ります。事務局までご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 ＜キャンセル料規定＞ 決済後から発生します。 

   開催     １４日前まで ：  講習費用総額の 60％ 

   開催前日 ７日前まで  ：  講習費用総額の 80％ 

   開催初日 以降      ：  全額 
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８．受講申し込み手続きについて 

【１】 JPAホームページより、 

①G7受講申込書 ②Idealliance会員申込書 をダウンロードして、必要事項を 

入力後、Idealliance日本事務局「ｇ７japan@jpa.ac.jp」へ送信ください。 

【２】 申し込み受付後、見積書／請求書を発行します。届きましたら、指定の口座にお振込みください。 

お振込みいただいた後のキャンセルは、キャンセルポリシーを元に、キャンセル料が発生します。 

【３】 お振込み確認後、受講生の皆様に受付／手続き完了のメールが届きます。 

 

 

９．個人情報の取り扱いについて 

 

【１】 受講申し込み時、記載及びご提出いただいた個人情報等については、G7認証制度に 

関わる業務の実施及び修了者名簿の管理業務以外で使用することはありません。 

【２】 申し込み内容について、Idealliance日本事務局より、確認のお問合せをする場合がござい 

ます。予めご了承ください。 

 

 

１０．お問合せ先： 

 

Ideallianc Official Partner in Japan(日本プリンティングアカデミー内) 

住所：〒112-0002 東京都文京区小石川４-１３-２  

電話：０３-３８１１-２７３４  メール：ｇ７japan@jpa.ac.jp    担当：石原 

 

  

mailto:ｇ７japan@jpa.ac.jp
mailto:ｇ７japan@jpa.ac.jp
mailto:ｇ７japan@jpa.ac.jp
mailto:ｇ７japan@jpa.ac.jp
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＜G7認証講座費用のご案内＞ 

  

◆G7エキスパート認証制度 費用について ＜1㌦＝130円で換算した費用です。＞ 

 

G7エキスパート 取得年 費用  

取得費 

講習（3回×7時間＝２１時間） 

¥300,000 

 

講習テキスト（日本語）  

キャリブレーションソフト  

運用マニュアル 

（オペレーションガイド／Carepack） 
 

認証テスト／認証取得手数料 ¥130,000  

Idealliance会員費

（1年更新） 
年会費 ※２／ 申請手続き（更新時毎） ※１ ¥16,000  

合 計 ¥446,000  

 

G7エキスパート 更新年 費用  

資格更新費 
更新認証テスト ¥54,000  

認証取得手数料 ¥17,600  

Idealliance会員費（1年更新） 年会費、申請手続き（更新毎） \16,000  

合 計 ¥87,600  

 

※１ 手数料:Idealliance official Partner in Japanで行う本部との諸手続き、資料郵送費です。 

 

※２ Idealliance会員費: 1年毎の自動更新となります。期日から 90日間以内に、更新の手続きを行います。 

Ideallianceから最新情報や最新技術のセミナーなどお知らせ・データが配信されます。 

・ キャリア形成促進助成金「グローバル人材育成コース」で、助成適応される可能性があります。 

・ G7エキスパートは、２年間の有効期限となります。90日間以内に、更新の手続きを行います。 

・ 認証テストの不合格者に対して、再テストが 1回受けられます。再テスト代は、27,000円となります。 

・  上記の費用は、為替の影響により、前もって告知せず、変更・改定される場合がございます。 
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※３ 年間売上によって、会員費が異なります。 

    本部への送金時の為替で、ご請求書金額が確定します。 

・ 400万ドル以下の売り上げ企業 ： 650 ドル 

・ 400万ドルから 2,500万ドルの売り上げ企業 ： 1,450 ドル 

・ 2,500万ドル以上の売り上げ企業 ： 2,950 ドル 

 

 

◆G7マスター認証制度 費用について ＜1㌦＝130円で換算した費用です。＞ 

 

 

【マスター認証制度の取得事例】 

1施設認証費用（148,500円）＋1デバイス/カラースペース/カスタムターゲット（54,100円） 

+認証指導費（100,000円）＝302,600円 

 

※１ 印刷技術指導費は、別途発生します。この費用はコンサルティングするエキスパート・指導内容によって異なります。 

※２ 印刷技術指導費は、別途発生します。更新年度は、社内外のエキスパートによるコンサルを受けて更新するか、更

新する組織内にいるプロフェッショナル保有者でも、更新手続きを行うことが可能です。 

・ 認証不合格の場合、再審査代として、グレースケール／ターゲットは 13,500円、カラースペースは 20,500円が 

かかります。 

・ 同じ施設内、1印刷方式毎に、3種類の G7準拠レベルを選択して、マスター認証の取得となります。 

 

【Idealliance企業会員費】 

G7マスター認証制度を取得した企業を対象とした企業会員です。入会すると、会員特別サポートが受けられます。 

会員登録は必須ではありませんが、入会すると米国内の情報コミュニティーに参加ができ、最新情報を得ることができ

ます。 

 

 

 

     

G7マスター認証 詳細 取得年 更新年 

マスター認証

／1施設 

認証費 ¥121,500 ¥81,000 

手続き ¥27,000 ¥27,000 

認証指導費 \100,000 ※１ \100,000 ※２ 

詳細 

G7準拠レベル 

3種類から選択可能 3種類から選択可能 

グレースケール ターゲット カラースペース グレースケール ターゲット カラースペース 

¥13,500 \13,500 \20,500 ¥13,500 \13,500 \20,500 

審査費 

カスタム・ターゲット 
¥33,600 ¥33,600 ¥33,600 ¥33,600 ¥33,600 ¥33,600 

会費（1年更新） 会社売上が最大 2,950ドル ※３ 

手続き・送金手数料 50ドル＋送金手数料 


